第69回九州精神神経学会 プログラム
１２月２日（金）

B会場

C会場

神C-16
9:00 神B-16
自殺関連行動により宮崎大学医学部附属病院救命救急センターを 双極Ⅱ型障害が疑われたレビー小体病の一例
受診後、精神科診療を要した症例の検討
○古郷 央一郎(DR) 1), 三好 良英(DR) 1), 松尾 寿栄(CP) 1), 落合 秀信
(DR) 2), 石田 康(DR) 1)

○小嶋 亮平(DR), 藤田 知哲(DR), 溝口 義人(DR), 川島 敏郎(DR), 門
司 晃(DR)
佐賀県: 佐賀大学医学部附属病院精神神経科

1) 宮崎県: 宮崎大学医学部臨床神経科学講座精神医学分野
2) 宮崎県: 宮崎大学医学部病態解析医学講座救急・災害医学分野

神C-17
9:14 神B-17
佐賀大学医学部附属病院において自殺企図後入院となった患者の ドパミン調節異常症候群が考えられた若年性パーキンソン病の一例
統計及び考察
○田畑 健太郎(DR) 1), 石塚 貴周(DR) 1), 斎之平 一隆(DR) 1), 横塚 紗
○藤田 知哲(DR) 1), 野上 耕二郎(DR) 1), 村川 徹(DR) 4), 松島 淳(DR) 永子(DR) 1), 新井 薫(DR) 1), 塩川 奈理(DR) 1), 春日井 基文(DR) 1), 荒
1)
, 稲葉 隆繕(DR) 1), 立石 洋(DR) 1), 石井 博修(DR) 3), 堤 あき子(DR) 田 仁(DR) 2), 高嶋 博(DR) 2), 中村 雅之(DR) 1), 佐野 輝(DR) 1)
2)
, 國武 裕(DR) 1), 溝口 義人(DR) 1), 川島 敏郎(DR) 1), 門司 晃(DR) 1)
1) 福岡県: 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科精神機能病学分野
2) 福岡県: 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科神経病学講座 神経内科・
1) 佐賀県: 佐賀大学医学部附属病院精神神経科
老年病学
2) 佐賀県: 特定医療法人光風会 光風会病院
3) 佐賀県: 佐賀県医療センター好生館
4) 佐賀県: 特定医療法人樟風会 早津江病院

9:28 神B-18
26年間に生じた入院患者の自殺既遂調査

神C-18
精神病圏と誤診されていた クッシング病による 器質性精神障害の
一例

○松下 満彦(MD) 1) 2), 高田 和秀(DR) 1) 2), 中野 心介(DR) 1) 2), 原田 康
○藤井 由佳(DR) 1), 藤田 知哲(DR) 1), 井上 瑛(DR) 3), 江橋 諒(DR) 2),
平(MD) 1) 2), 川㟢 弘詔(MD) 2), 徳永 雄一郎(MD) 1)
増岡 淳(DR) 2), 阿部 竜也(DR) 2), 安西 慶三(DR) 3), 門司 晃(DR) 1)
1) 福岡県: 不知火病院精神科
2) 福岡県: 福岡大学医学部精神医学教室
1) 佐賀県: 佐賀大学医学部附属病院精神神経科
2) 佐賀県: 佐賀大学医学部附属病院脳神経外科
3) 佐賀県: 佐賀大学医学部附属病院肝臓糖尿病内分泌内科

9:42 神B-19
「重度かつ慢性」基準によるクロザピン治療症例の評価

神C-19
過眠を呈し遺伝子解析で確定診断した1型筋強直性ジストロフィーの
2症例

○木田 直也(MD) 1), 高江洲 慶(CP) 1), 村上 優(MD) 2)
1) 沖縄県: 国立病院機構 琉球病院精神科
2) 沖縄県: 国立病院機構 榊原病院精神科

○浦田 結嘉(MD) 1), 安庭 愛子(MD) 1), 片野田 和沙(MD) 1), 石塚 貴周
(MD) 1), 春日井 基文(MD) 1), 中村 雅之(MD) 1), 今西 彩(MD) 2), 神林
崇(MD) 2), 佐野 輝(MD) 1)
1) 鹿児島県: 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科精神機能病学分野
2) 鹿児島県: 秋田大学医学部神経運動器学講座精神科学分野

9:55 神B-20
醜形恐怖を伴う妄想性障害にオランザピンが奏効した１例
○泉 寿彦(DR)
大分県: 大分大学医学部附属病院精神科精神科

神C-20
ストレスケア病棟を有する不知火病院の新患調査(H27年度)
○久保 敏弘(MD) 1), 松下 満彦(DR) 1) 2), 杉野 美幸(NS) 1), 徳永雄一郎
(DR) 1) 2)
1) 福岡県: 不知火病院医局
2) 福岡県: 福岡大学医学部精神医学教室

神C-21
10:09 神B-21
統合失調感情障害に診断を変更し、バルプロ酸を追加し著効した1 大宰府病院入院動態の調査(平成13年度～平成25年度)
例
○松尾 敬太朗(DR), 望月 悠里(DR), 武藤 由也(DR), 小嶋 享二(DR),
○高尾 純平(DR), 大串 祐馬(DR), 原田 康平(DR), 衛藤 暢明(DR), 川 二宮 英彰(DR)
嵜 弘詔(DR)
福岡県: 福岡県立精神医療センター大宰府病院
福岡県: 福岡大学医学部精神医学教室

10:23 神B-22
家族への細やかな支援により治療に至った統合失調症の一例
○日髙 弘登(DR) 1) 2), 船橋 英樹(DR) 1), 猪飼 文音(DR) 1), 三好 良英
(DR) 1) 2) 3), 小松 弘幸(DR) 2) 3), 石田 康(DR) 1)
1) 宮崎県: 宮崎大学医学部臨床神経科学講座精神医学分野
2) 宮崎県: 宮崎大学医学部附属病院卒後臨床研修センター
3) 宮崎県: 宮崎大学医学部医療人育成センター

10:37 神B-23
文化的背景の影響を認めたエジプト人妄想型統合失調症の一例

神C-22
精神科病院入院患者の便秘に対しての酸化マグネシウム投与状況
と腎機能障害の血清マグネシウム値へ影響
○別府 拓紀(DR) 1) 2), 竹内 裕二(DR) 1), 小原 尚利(DR) 1), 久保田 敬
典(DR) 1), 北島 和俊(DR) 1), 渡辺 周(DR) 1), 丸山 俊博(DR) 1), 堀 輝
(DR) 2)
1) 福岡県: 医療法人清陵会南ヶ丘病院
2) 福岡県: 産業医科大学医学部精神医学教室

神C-23
佐賀大学附属病院におけるスボレキサントの使用経験

○中澤 太郎(DR), 平野 羊嗣(DR), 本村 啓介(DR), 神庭 重信(DR)

○稻葉 隆繕(DR) 1), 下村 由貴(Pharm) 1) 2)

福岡県: 九州大学病院精神科神経科

1) 佐賀県: 佐賀大学医学部附属病院精神神経科
2) 佐賀県: 佐賀大学医学部附属病院薬剤部
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B会場
12:00 合同ランチョンセミナー
14:20 B-24
アリピプラゾール持続性水懸筋注用の治療導入及び使用経験から
の考察

C会場
C-24
うつ病と中枢性尿崩症が合併した1例
○宮﨑 美菜(DR), 藤田 知哲(DR), 國武 裕(DR), 門司 晃(DR)

○葉 高文(MD)
福岡県: 佐賀大学医学部附属病院精神神経科
宮崎県: 特定医療法人浩洋会 田中病院 医局

神C-25
14:33 神B-25
当院におけるオランザピン速効型筋注製剤の使用状況―行動制限 ～SIADHによる低Na血症が判明し、Na補正によってせん妄症状が
最小化への試み―
改善された症状性精神病の症例～
○直野 久雄(DR) 1) 2), 橋口 浩志(DR) 1), 小金丸 剛(DR) 1) 2), 吉村 清太 ○永田 晃章(DR)
(DR) 1) 2), 中武 大志(DR) 1), 並木 薫(DR) 1) 2), 河野 次郎(DR) 1) 2), 船橋
福岡県: のぞえ総合心療病院医局
英樹(DR) 2), 直野 慶子(DR) 2) 3), 武田 龍一郎(DR) 3), 石田 康(DR) 2)
1) 宮崎県: 県立宮崎病院精神医療センター
2) 宮崎県: 宮崎大学医学部臨床神経科学講座精神医学分野
3) 宮崎県: 宮崎大学安全衛生保健センター

14:46 神B-26
名前タスクを用いた統合失調症の脳磁図研究
○中西 翔一郎(DR), 小田 祐子(DR), 小原 尚利(DR), 中村 一太(DR),
神庭 重信(DR), 鬼塚 俊明(DR), 平野 羊嗣(DR)

神C-26
抑うつエピソードと降圧薬内服に伴うリチウム中毒が併存し、両者の
鑑別に苦慮した双極性障害の1例
○冠地 信和(DR), 山口 尚宏(DR), 野中 俊輔(DR), 久保 達哉(DR), 山下
隆浩(DR), 木下 裕久(DR), 今村 明(DR), 小澤 寛樹(DR)

福岡県: 九州大学病院精神科
長崎県: 長崎大学病院精神神経科

15:00 神B-27
統合失調症患者の入院回数と認知機能の関連

神C-27
パーキンソン病の抗うつ薬抵抗性のうつ病に対しドパミンアゴニスト
が奏効した3例

○太田 圭祐(DR), 堀 輝(DR), 阿竹 聖和(DR), 吉村 玲児(DR)
福岡県: 産業医科大学精神医学教室

○片野田 和沙(MD) 1), 林 岳宏(MD) 1), 冨永 佳吾(MD) 1), 酒井 明日美
(MD) 1), 福田 恭哉(MD) 1), 石塚 貴周(MD) 1), 肝付 洋(MD) 1), 春日井
基文(MD) 1), 中村 雅之(MD) 1), 西郷 隆二(MD) 2), 髙嶋 博(MD) 2), 佐
野 輝(MD) 1)
1) 鹿児島県: 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 精神機能病学分野
2) 鹿児島県: 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科神経内科・老年病学分
野

15:13 神B-28
統合失調症患者におけるCommon Onset Maskingの研究

神C-28
気分障害患者における入院初期の睡眠の睡眠の改善と抑うつ症状
の改善について

○織部 直弥(DR) 1) 2), 久我 弘典(DR) 1) 2), 平野 羊嗣(DR) 2), 神保 愼(DR)
1) 2)
1) 2)
1)
2)
, 平河 則明(DR) 2), 鬼塚 俊明(DR) 2), 上野 雄文(DR) 1) 2), 神庭 重信(DR) ○髙田和秀(DR) , 松下満彦(DR) , 杉本浩利(CP) , 徳永雄一郎(DR)
2)

1)

1) 福岡県: 肥前精神医療センター
2) 福岡県: 九州大学大学院医学研究院精神病態医学

1) 福岡県: 不知火病院精神科
2) 福岡県: 福岡大学医学部精神神経医学教室

15:26 神B-29
難治性アルコール依存症患者の治療成功例についての報告

神C-29
一酸化炭素中毒に対する高気圧酸素療法の治療効果判定に前頭
葉機能検査が有用であった一例

○池田 裕(DR) 1) 2)
1) 福岡県: 医療法人 公盡会 出水病院
2) 福岡県: 天神心療クリニック

○冨永佳吾(MD), 林岳宏(MD), 肝付洋(MD), 石塚貴周(MD), 春日井基
文(MD), 中村雅之(MD), 佐野輝(MD)
鹿児島県: 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科精神機能病学分野

15:40 B-30
依存症治療提供体制の整備について
○松崎 尊信(DR)
福岡県: 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

C-30
認知症を疑われて精査入院となった神経核内封入体病の一例
○槝之浦 法仁(DR) 1), 飯田 仁志(DR) 1), 高野 浩一(DR) 2), 尾籠 晃司
(DR) 1), 川嵜 弘詔(DR) 1)
1) 福岡県: 福岡大学医学部精神医学教室
2) 福岡県: 福岡大学医学部放射線医学教室

15:53 神B-31
シロスタゾール投与後に視床出血後の慢性疼痛が改善した1例
○塚本彩香(DR) 1), 船橋英樹(DR) 1), 黒木友希(OT) 2), 濱﨑成美(PT) 2),
石田康(DR) 1)
1) 宮崎県: 宮崎大学医学部附属病院精神科
2) 宮崎県: 宮崎大学医学部附属病院整形外科リハビリテーション部

神C-31
グループ回想法が認知症高齢者のストレス，QOL，中核症状に及ぼ
す影響
○柳田 信彦(OT) 1), 平嶺 真吾(OT) 2), 冨山 おりえ(OT) 2), 古市 絵美
(OT) 3), 井上 和博(OT) 1), 赤崎 安昭(DR) 1)
1) 鹿児島県: 鹿児島大学医学部保健学科 作業療法学専攻 臨床作業療法
学講座
2) 鹿児島県: 医療法人 寛容会介護老人保健施設 さくらんぼ
3) 鹿児島県: 医療法人 寛容会森口病院

第69回九州精神神経学会 プログラム
１２月２日（金）

B会場
16:06 神B-32
飯塚病院におけるリエゾン・コンサルテーションの動向

C会場
神C-32
多発性虚血性変化による若年性認知症が疑われた一例

○廣瀬 武尊(DR) 1), 光安 博志(DR) 1) 2), 土屋 達郎(DR) 1)

○三高 裕(DR), 松隈 憲吾(DR), 近藤 毅(DR)

1) 福岡県: 飯塚病院リエゾン精神科
2) 福岡県: 九州大学病院精神科神経科

沖縄県: 琉球大学医学部附属病院精神科神経科

